
１６０６１ ７月１日 晴 良 （１９福島２）第６日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時００分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．８
１：０７．８

良

良

６６ � ルルパンブルー 牝２鹿 ５４ 北村 宏司飯田 良枝氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 ４４８＋ ４１：１０．７ ４．９�

７９ ハタノギャラン 牝２栗 ５４ 武士沢友治 �グッドラック・ファーム 石栗 龍彦 門別 有限会社グッド
ラック・ファーム ４６２＋ ４１：１０．８クビ ７．８�

３３ �� カレイジャスミン 牝２鹿 ５４ 田中 勝春ディアレスト 宗像 義忠 門別 メイプルファーム ４６６± ０１：１１．０１� ６．７�
４４ � ナツミホープ 牝２青鹿５４ 柴田 善臣相原 宏�氏 根本 康広 三石 前川 清彦 ４４０－ ２ 〃 クビ ４０．２�
５５ � マイネアルデュール 牝２鹿 ５４ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム ４５２＋ ８ 〃 アタマ ３．２�
（大井）

６７ � グランドメープル 牝２鹿 ５４ 中舘 英二�グランド牧場 武市 康男 静内 グランド牧場 ４３２± ０１：１１．２１	 ３１．７	
１１ � ティアレタヒチ 牝２鹿 ５４ 穂苅 寿彦 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４１４－ ２１：１１．３
 １２．９

２２ ホッカイディウ 牡２栗 ５４ 蛯名 正義�北海牧場 田中 清隆 門別 北海牧場 ４５８＋ ２１：１１．５１� ３．４�
８１０� マイネルサラン 牡２芦 ５４ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 浦河 鎌田 正嗣 ４６８－ ２１：１１．７１	 ６６．３�
７８ デビューアルバム 牝２栗 ５４

５１ ▲宮崎 北斗岡田 牧雄氏 柴崎 勇 静内 岡田スタツド ４４０－ ８１：１２．４４ １２７．８
８１１� エンゲージメント 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝�上山牧場 嶋田 功 浦河 上山牧場 ４３４－ ２１：１２．５クビ ５４．１�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １６，１６９，０００円 複勝： ２１，９４７，２００円 枠連： １６，４５３，２００円

普通馬連： ７０，１４９，４００円 馬単： ７１，６４９，１００円 ワイド【拡大馬連】： １７，９７５，７００円

３連複： ９１，０１４，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３０５，３５８，３００円

払 戻 金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １７０円 � ２３０円 � ２００円 枠 連（６－７） １，１４０円

普通馬連 �� １，７１０円 馬 単 �� ２，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� ４８０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� ２，６５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６１６９０ 的中 � ２６３０７（３番人気）
複勝票数 計 ２１９４７２ 的中 � ４０１１１（３番人気）� ２３７４１（５番人気）� ２８１２２（４番人気）
枠連票数 計 １６４５３２ 的中 （６－７） １０６６０（６番人気）
普通馬連票数 計 ７０１４９４ 的中 �� ３０３４０（１０番人気）
馬単票数 計 ７１６４９１ 的中 �� １８５１９（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７９７５７ 的中 �� ７５０４（９番人気）�� ９４８２（６番人気）�� ８１５２（８番人気）
３連複票数 計 ９１０１４７ 的中 ��� ２５４２１（１２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．１―１１．８―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．７―３３．８―４５．６―５７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３６．９
３ ・（１，９）－６，７（２，５）（３，４，８）１１－１０ ４ ・（１，９）－６（７，５）－（２，３，４）－（１０，８）１１

勝馬の
紹 介

�ルルパンブルー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００７．６．１６ 福島３着

２００５．４．２３生 牝２鹿 母 ガトーショコラ 母母 スリーフェアリー ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１６０６２ ７月１日 晴 良 （１９福島２）第６日 第２競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．８

良

不良

３４ アワーオアシス 牝３栗 ５４ 蛯名 正義�ターフ・スポート栗田 博憲 浦河 谷川牧場 ４８８± ０１：４６．６ ８．８�

４６ � クラッカージャック 牡３鹿 ５６ 吉田 豊齊藤四方司氏 土田 稔 門別 下河辺牧場 B４７６＋ ２１：４７．０２� ２．８�
６９ � クリールボルケーノ 牡３栗 ５６ 吉田 隼人横山 修二氏 相沢 郁 門別 倉見牧場 B４７４＋ ２ 〃 ハナ １６．２�
３３ フロストワーク 牡３芦 ５６ 内田 博幸 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４３６＋ ２１：４７．８５ ２．４�

（大井）

２２ � シャドウパルマン 牡３栗 ５６ 田中 勝春飯塚 知一氏 戸田 博文 門別 石原牧場 ４５２－ ５１：４８．８６ １１．１�
５７ � アポロニウス 牡３鹿 ５６ 嘉藤 貴行吉田 勝己氏 田中 清隆 早来 ノーザンファーム ４３０± ０１：４８．９クビ ４８．３�
８１３� サイレントルドルフ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 池田 新田牧場 ４７２－１８１：４９．２２ １７７．２	
１１ �� ワンダフルポケット 牡３黒鹿５６ 高橋 智大酒井 秀雄氏 畠山 吉宏 新冠 斉藤 恒雄 ４７２＋ ２１：４９．５２ １４４．２

５８ � サ ル ン ガ 牝３栗 ５４ 小野 次郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 門別 白井牧場 ４７０＋ ６１：４９．６� ７．８�
８１４ オンワードオウガ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲千葉 直人�オンワード牧場 菅原 泰夫 浦河 オンワード牧場 ４４６－ ４１：４９．９１� １３４．７
４５ モアセンセーション 牡３鹿 ５６ 村田 一誠 �サンデーレーシング 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ４８６－１４１：５０．０� ７０．５�
７１２ メイフラワー 牝３鹿 ５４

５１ ▲的場 勇人池田 正孝氏 中川 公成 浦河 梅田牧場 ４７８ ―１：５０．４２� ５９．３�
７１１� ア ム ス 牡３黒鹿５６ 武士沢友治矢城辰之助氏 笹倉 武久 門別 中川 浩典 ４６６＋ ４１：５０．５� ２２５．９�
６１０ ツルガオカプリンス 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹松本 兼吉氏 本間 忍 門別 古川 優 ４５０－１２１：５１．４５ １６７．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，１７３，１００円 複勝： ２１，１２４，９００円 枠連： ２２，０７２，６００円

普通馬連： ７９，８０５，６００円 馬単： ７９，０４１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，４４８，３００円

３連複： １０６，０３２，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３４８，６９８，１００円

払 戻 金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ２３０円 � １４０円 � ３１０円 枠 連（３－４） ２９０円

普通馬連 �� １，１９０円 馬 単 �� ２，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� １，１３０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ４，７３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９１７３１ 的中 � １７２４５（４番人気）
複勝票数 計 ２１１２４９ 的中 � ２１９０１（４番人気）� ５３６０４（２番人気）� １４６４９（６番人気）
枠連票数 計 ２２０７２６ 的中 （３－４） ５７９０４（１番人気）
普通馬連票数 計 ７９８０５６ 的中 �� ４９６１５（５番人気）
馬単票数 計 ７９０４１５ 的中 �� １９５９４（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１４４８３ 的中 �� １１７０２（５番人気）�� ４４４９（１３番人気）�� ７８３０（８番人気）
３連複票数 計１０６０３２１ 的中 ��� １６５６４（１４番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．６―１２．０―１２．９―１２．９―１２．５―１２．３―１２．５―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．５―３０．５―４３．４―５６．３―１：０８．８―１：２１．１―１：３３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３７．８
１
３
４（８，９）（６，１０）（７，１１，１４）２（５，３）１３，１，１２・（４，９，３）（６，８）－（７，１４）（１１，１０，２）（１，５，１３）－１２

２
４
４，８（６，９）－（７，１０）（１１，１４）－（２，３）５（１，１３）－１２・（４，９）（６，３）＝８，７（１，２）（１４，１３）（１１，５）－１２，１０

勝馬の
紹 介

アワーオアシス �
�
父 デザートキング �

�
母父 Eastern Echo デビュー ２００７．３．１８ 中山５着

２００４．４．１生 牝３栗 母 ケ ロ メ ロ 母母 Fantastic Review ５戦１勝 賞金 ８，２５０，０００円
〔発走状況〕 アポロニウス号は，枠入り不良。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１６０６３ ７月１日 晴 良 （１９福島２）第６日 第３競走 ��１，１５０�サラブレッド系３歳
発走１１時００分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．９

良

良

７１１ ジェイケイセラヴィ �３鹿 ５６ 北村 宏司小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ４８０＋ ６１：０８．６ １．４�

８１２� テンジンミナトオー 牡３鹿 ５６ 高山 太郎�テンジン 佐藤 全弘 静内 真歌田中牧場 ４９２－ ６１：０９．５５ ２４．４�
５７ � サンムスタング 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人加藤 信之氏 武市 康男 新冠 小田 健一 ４７８－ ８１：０９．７１� ４４．９�
７１０�� サルバドールボス 牡３栗 ５６ 石橋 脩則武 輝一氏 斎藤 宏 青森 坂下 栄蔵 ５０６＋ ８１：０９．９１� ６．４�
１１ � エクレールブラン 牡３芦 ５６

５５ ☆大野 拓弥 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン �田 研二 静内 武岡牧場 ４５０± ０１：１０．０� ８．４�

４５ サンワードソング 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝古谷 敏明氏 南田美知雄 浦河 梅田牧場 B４７６＋ ６１：１０．４２� ５０．５	
５６ � クリアーキセキ 牡３鹿 ５６ 菅原 勲石井與四郎氏 斎藤 誠 新冠 長浜 忠 ４９０＋ ２ 〃 クビ ２２．１


（岩手）

６９ シルクグラディウス 牡３黒鹿５６ 安藤 光彰有限会社シルク奥平 雅士 早来 吉田牧場 B４９８＋１２１：１０．５クビ ６５．３�
４４ ガッテンウイン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲千葉 直人岩崎 圭市氏 本間 忍 門別 浜本牧場 ４８６ ―１：１０．９２� １７０．５�
８１３ キングオーサム 牡３鹿 ５６

５３ ▲的場 勇人宮内牧場 小林 常泰 浦河 宮内牧場 ４６６± ０ 〃 アタマ ５１．８�
６８ ディスパージョン 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高市 圭二 静内 藤原牧場 ４６２＋ ２１：１１．１１� ６５．０�
３３ � ウィンドライアン 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次酒井 芳秀氏 清水 美波 三石 パシフイツク

牧場 B４３８－ ２１：１１．５２� ２０．９�
２２ � シゲルダンケ 牡３鹿 ５６ 小野 次郎森中 蕃氏 大根田裕之 鵡川 上水牧場 ４９０＋ ２１：１２．１３� ２２４．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２３，３３３，６００円 複勝： ２１，７５０，２００円 枠連： ２６，１４４，８００円

普通馬連： ８１，９７９，４００円 馬単： １０３，３５３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，６４５，５００円

３連複： １１４，８５０，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３９５，０５７，５００円

払 戻 金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ３７０円 � ６１０円 枠 連（７－８） ５９０円

普通馬連 �� １，１４０円 馬 単 �� １，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� ９１０円 �� ４，８２０円

３ 連 複 ��� ８，２７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３３３３６ 的中 � １３９０７２（１番人気）
複勝票数 計 ２１７５０２ 的中 � ８８１６９（１番人気）� １０６６２（６番人気）� ５８９２（７番人気）
枠連票数 計 ２６１４４８ 的中 （７－８） ３２８６６（４番人気）
普通馬連票数 計 ８１９７９４ 的中 �� ５３４６６（５番人気）
馬単票数 計１０３３５３８ 的中 �� ５１８６４（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３６４５５ 的中 �� １３２１０（４番人気）�� ６３９５（８番人気）�� １１１９（４０番人気）
３連複票数 計１１４８５０２ 的中 ��� １０２５７（２６番人気）

ハロンタイム ９．６―１１．１―１１．４―１１．９―１２．０―１２．６

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．６―２０．７―３２．１―４４．０―５６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．９―３F３６．５
３ １１（８，１０）（１３，１２）（７，６，９）－（４，１，５）３＝２ ４ １１（８，１０，１２）７（６，９，１３）－１，５，４，３＝２

勝馬の
紹 介

ジェイケイセラヴィ �
�
父 スクワートルスクワート �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００７．２．３ 東京中止

２００４．４．８生 �３鹿 母 ジェイケイコマンダ 母母 オギロートレック ４戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 キングオーサム号は，平成１９年８月１日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１６０６４ ７月１日 晴 良 （１９福島２）第６日 第４競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時３０分 （芝・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５８．４
１：５６．４

良

良

６１１� ビターオレンジ 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝 �社台レースホース萩原 清 千歳 社台ファーム ４４０－ ２２：０３．１ ２．２�

２４ � マルタカフィンガー 牝３鹿 ５４ 内田 博幸高橋 義和氏 嶋田 潤 千歳 エクセレンス
ファーム B４５８± ０２：０３．３１ ２．５�

（大井）

４７ � ナスノファイン 牝３鹿 ５４ 村田 一誠�須野牧場 加用 正 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 ４７４＋ ４２：０３．５１� １４．２�

３６ � マイネレプリーク 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 門別 北陽ファーム B４４２＋ ６ 〃 ハナ ３８．７�

７１３� ウインエトワール 牝３黒鹿５４ 吉永 護�ウイン 小島 太 門別 シンコーファーム ４３６－ ８ 〃 アタマ ６０．９	
３５ クリノムーヴオペラ 牝３栗 ５４ 武士沢友治栗本 博晴氏 内藤 一雄 浦河 高松牧場 ４１２＋ ２２：０３．７１ ２３．４

８１６� スプリングテンダー 牝３鹿 ５４ 北村 宏司加藤 春夫氏 古賀 慎明 新冠 的場牧場 ３９８－ ４ 〃 クビ １１．０�
５９ � ショウナンアネーロ 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人国本 哲秀氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４３６ ―２：０３．９１� ８８．３�
７１４� メジロヘレネ 牝３青鹿５４ 小野 次郎メジロ商事� 菅原 泰夫 洞爺 メジロ牧場 ４４８＋１０２：０４．０� ４４．９
６１２� シルクプリズム 牝３栗 ５４ 柴田 善臣有限会社シルク武藤 善則 静内 桜井牧場 ４３６－１２２：０４．１� １３．２�
１２ �� アイランドカフェ 牝３青 ５４ 田面木博公西川 光一氏 蛯名 信広 様似 猿倉牧場 ４４２＋１２２：０４．７３� ９９．４�
１１ � スイートデール 牝３鹿 ５４ 二本柳 壮シンボリ牧場 境 征勝 門別 シンボリ牧場 ４６４－ ６２：０５．５５ ２２６．６�
５１０� ジ ョ コ ー ザ 牝３栗 ５４ 土谷 智紀吉田 勝己氏 池上 昌弘 早来 吉田牧場 ４８０ ―２：０５．９２� ８９．２�
４８ � ヤマショウオペラ 牝３鹿 ５４

５１ ▲宮崎 北斗菅原 秀仁氏 山田 要一 三石 白井 吉美 ４４０＋ ８ 〃 クビ ２７８．８�
８１５ フ チ ロ ン 牝３芦 ５４ 江田 照男棚網るみ子氏 沢 峰次 門別 佐々木 直孝 ４５４＋１４２：０６．１１� １６０．４�
２３ マスカットシチー 牝３栗 ５４ 吉田 豊 �友駿ホースクラブ 笹倉 武久 静内 光丘牧場 ４３８－ ２２：０６．５２� １５５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，０９２，４００円 複勝： ２４，３３７，８００円 枠連： ２７，５４８，６００円

普通馬連： ９４，８５１，１００円 馬単： ９４，９９７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，３４３，７００円

３連複： １２８，３７３，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４１９，５４５，０００円

払 戻 金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � ２５０円 枠 連（２－６） ２３０円

普通馬連 �� ２４０円 馬 単 �� ５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� ４５０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� ９３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４０９２４ 的中 � ８６８３７（１番人気）
複勝票数 計 ２４３３７８ 的中 � ８４８７３（１番人気）� ５９８８２（２番人気）� １４４７８（６番人気）
枠連票数 計 ２７５４８６ 的中 （２－６） ８８５０７（１番人気）
普通馬連票数 計 ９４８５１１ 的中 �� ２９４２６２（１番人気）
馬単票数 計 ９４９９７８ 的中 �� １２９４６３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５３４３７ 的中 �� ５６１６１（１番人気）�� １１７３０（５番人気）�� ９２８４（８番人気）
３連複票数 計１２８３７３６ 的中 ��� １０２０７９（２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１１．９―１２．３―１３．１―１２．７―１２．３―１２．３―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２４．０―３５．９―４８．２―１：０１．３―１：１４．０―１：２６．３―１：３８．６―１：５０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３６．８
１
３

・（８，１３）（３，１５）（４，６）（５，１１）（１，７，１６）（２，９）（１０，１４）１２・（８，１３）（１５，１１）（４，５，６，１６）（７，９）（１，２，１４）（３，１０，１２）
２
４

・（８，１３）（３，４，１５）（５，６，１１）（１，７，１６）（２，９）（１０，１４）１２
１３（８，４，５，１５，１１）（６，１６）（７，９，１２）１４（１０，１，２）＝３

勝馬の
紹 介

�ビターオレンジ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．４．２２ 東京３着

２００４．３．５生 牝３栗 母 オレンジピール 母母 バッフドオレンジ ４戦１勝 賞金 ９，６００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 メジロヘレネ号・ヤマショウオペラ号は，平成１９年８月１日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ウェンブリー号・エプソムラヴソング号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１６０６５ ７月１日 晴 良 （１９福島２）第６日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５０．２
１：４６．７

良

良

２２ タケショウオージ 牡２鹿 ５４ 北村 宏司�ナイト商事 国枝 栄 浦河 富菜牧場 ４３０ ―１：５０．５ １６．１�

６１１ ショウナンアルバ 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４６２ ―１：５０．６� ２．８�
６１０� コスモコマンダ 牡２青鹿５４ 中舘 英二 �ビッグレッドファーム 阿部 新生 米 Diamond A

Racing Corp. ４４２ ―１：５１．３４ ５７．９�
１１ � ヴァージリア 牝２黒鹿５４ 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 後藤 由之 静内 岡田スタツド ４５６ ―１：５１．５１	 ３６．７�
４６ コスモタクミ 牡２鹿 ５４ 吉田 隼人岡田 繁幸氏 秋山 雅一 門別 白井牧場 ４７０ ―１：５１．６	 ７９．２�
７１３� マッシュアップ 牡２栗 ５４ 安藤 光彰 �グリーンファーム 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４４０ ―１：５２．３４ ８９．２	
３４ 
 ダノンマスターズ 牡２鹿 ５４ 後藤 浩輝�ダノックス 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４５６ ―１：５２．４	 ２．０

４７ ザシークレット 牡２芦 ５４ 穂苅 寿彦 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ５０４ ― 〃 アタマ １５．６�
８１４ トーセンノーブレス 牡２黒鹿５４ 柴田 善臣島川 �哉氏 古賀 史生 門別 三城牧場 ４７８ ―１：５２．６１	 ２２．４
７１２� ハッピーストリング 牝２鹿 ５４ 丹内 祐次有限会社シルク高橋 祥泰 静内 千代田牧場 ４６８ ―１：５３．３４ ８２．９�
５８ マイネルフォレスト 牡２鹿 ５４ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム ４４４ ―１：５３．６１� １２１．４�
８１５ ローンウルフ 牡２栗 ５４ 江田 照男鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド ４６２ ―１：５３．７クビ １１７．６�
５９ 
 ストロングアクシス 牡２鹿 ５４ 石橋 脩泉 俊二氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４７４ ―１：５４．１２	 ２４．２�
２３ ノットアトランダム 牝２鹿 ５４ 吉田 豊�藤沢牧場 谷原 義明 静内 藤沢牧場 ４４４ ―１：５４．４２ １８７．５�
３５ フランコフォニー 牡２鹿 ５４ 内田 博幸 �社台レースホース戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１４ ―１：５４．８２	 １２．８�
（大井）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３１，６５５，０００円 複勝： ２４，５５０，１００円 枠連： ２８，５４１，７００円

普通馬連： ９３，０７５，８００円 馬単： １０８，４２２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，８０２，７００円

３連複： １２９，２２８，０００円 ３連単： 発売なし 計： ４４１，２７５，３００円

払 戻 金

単 勝 � １，６１０円 複 勝 � ３４０円 � １５０円 � １，０２０円 枠 連（２－６） ２，１２０円

普通馬連 �� １，５５０円 馬 単 �� ５，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� ３，３００円 �� １，５７０円

３ 連 複 ��� １５，８００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３１６５５０ 的中 � １５５４２（５番人気）
複勝票数 計 ２４５５０１ 的中 � １７０１８（３番人気）� ６２０２９（２番人気）� ４６７５（９番人気）
枠連票数 計 ２８５４１７ 的中 （２－６） ９９３７（９番人気）
普通馬連票数 計 ９３０７５８ 的中 �� ４４４０５（６番人気）
馬単票数 計１０８４２２０ 的中 �� １４７４１（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５８０２７ 的中 �� １０９６０（３番人気）�� １８４１（３３番人気）�� ３９７７（１６番人気）
３連複票数 計１２９２２８０ 的中 ��� ６０３８（４８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．６―１２．５―１３．２―１２．３―１２．２―１２．０―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．２―３６．７―４９．９―１：０２．２―１：１４．４―１：２６．４―１：３８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３６．１
１
３

・（７，１２）１４（４，８，９，１１）１５，１０（５，６）１－２，１３，３・（７，１２，１４，１１）（４，９，１０）－（８，５，１５，１）（６，２）－１３－３
２
４
７（１２，１４）（４，９，１１）（８，１０）１５（５，６）１－２－１３，３・（７，１２，１４，１１）（４，１０）１，２（９，６）（８，１５）５－１３＝３

勝馬の
紹 介

タケショウオージ �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 ニホンピロウイナー 初出走

２００５．４．１０生 牡２鹿 母 タケショウティアラ 母母 ベストプリンセス １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※タケショウオージ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１６０６６ ７月１日 晴 良 （１９福島２）第６日 第６競走 ��
��１，７００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．８

良

不良

２２ � セイウンヒーロー 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝西山 茂行氏 手塚 貴久 米 Jayeff ”B”
Stables ４５４－ ６１：４７．０ １．９�

４６ � ラインステッチ 牝３栗 ５４ 柴田 善臣 �社台レースホース藤沢 和雄 米 Fontaine-
bleau Farm ４７６ ―１：４７．２１� ４．１�

３３ � アーバンスイーツ 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人臼田 浩義氏 清水 利章 新冠 村田牧場 ４６６± ０１：４７．９４ １７．１�
６１０� スマートクルーズ 牡３青鹿５６ 吉田 豊大川 徹氏 畠山 吉宏 米 Kim Nardelli &

Rodney Nardelli ５２２＋ ６１：４８．０	 １７．７�
１１ � ガ ラ ン 牡３栗 ５６ 北村 宏司門野 重雄氏 小西 一男 米 Cobra Farm ４７０－ ２ 〃 ハナ １４．８�
８１４ アルファトミー 牡３青鹿５６ 中谷 雄太�貴悦 斎藤 宏 三石 澤田 嘉隆 ４７２－ ６１：４８．４２	 ６．４	
５７ ホクセイランド 牡３栗 ５６ 田辺 裕信宮川 純造氏 鈴木 勝美 新冠 中地 茂美 B４６６－ ４１：４８．６１ ４２．４

７１２� ブライティアレナ 牝３栗 ５４

５１ ▲的場 勇人小林 昌志氏 的場 均 門別 原田牧場 ４４６－ ８ 〃 アタマ ６０．８�
６９ �
 ガクエングレイス 牝３鹿 ５４ 田中 勝春三谷 章氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４８８＋ ４１：４８．７	 ６９．９�
７１１� ファイトスピリッツ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一草間 庸文氏 久保田貴士 米 Hill ’n’

Dale Farm ４８８ ―１：４９．０１� ３７．４
４５ � ダ ル マ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸幅田 昌伸氏 白井 寿昭 米 Pat Holden ４６６－ ６１：４９．１� ８５．３�

（大井）

３４ � シルキークラフト 牝３栗 ５４ 村田 一誠有限会社シルク加用 正 米 Abe Seishi ４４０ ―１：４９．４１� ４３．２�
８１３� フサイチウィッシュ 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹関口 房朗氏 戸田 博文 米 Fusao

Sekiguchi ５２８ ―１：５１．７大差 ６０．３�
５８ � セイウンカイト 牡３鹿 ５６ 中舘 英二西山 茂行氏 奥平 雅士 愛 Mount

Coote Stud ５６６ ―１：５２．４４ ８８．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２７，７０４，０００円 複勝： ２６，７９３，５００円 枠連： ２６，１６２，２００円

普通馬連： ９２，８４５，１００円 馬単： ９８，２４６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，２８３，７００円

３連複： １２５，９７２，５００円 ３連単： 発売なし 計： ４２４，００７，０００円

払 戻 金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � ２１０円 � ３４０円 枠 連（２－４） ４６０円

普通馬連 �� ５４０円 馬 単 �� ７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ４７０円 �� １，２２０円

３ 連 複 ��� ２，１００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７７０４０ 的中 � １１７０１４（１番人気）
複勝票数 計 ２６７９３５ 的中 � ９５３７１（１番人気）� ２８０５１（３番人気）� １３８６２（５番人気）
枠連票数 計 ２６１６２２ 的中 （２－４） ４２４７３（２番人気）
普通馬連票数 計 ９２８４５１ 的中 �� １２９１９９（２番人気）
馬単票数 計 ９８２４６０ 的中 �� ９４７６１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６２８３７ 的中 �� ２３４３０（２番人気）�� １３９６０（４番人気）�� ４７５０（１３番人気）
３連複票数 計１２５９７２５ 的中 ��� ４４３５６（６番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．４―１１．７―１３．１―１２．７―１２．７―１２．８―１２．６―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．４―３０．１―４３．２―５５．９―１：０８．６―１：２１．４―１：３４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．１―３F３８．４
１
３

・（９，１０）６，２（３，１４）－（４，５，１２）７－（１，１１）－８＝１３・（９，１０）６（２，１４）（３，７）（１２，１）（４，５，１１）＝８－１３
２
４

・（９，１０）（２，６）（３，１４）５（４，１２）（７，１１）１＝８－１３・（９，１０）（２，６）（３，１４，１）（１２，７）（４，５，１１）＝１３，８

勝馬の
紹 介

�セイウンヒーロー �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 Riverman デビュー ２００６．１１．２６ 東京３着

２００４．５．６生 牡３栗 母 Korveya 母母 Konafa ４戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔発走状況〕 ガラン号・フサイチウィッシュ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ガラン号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイウンカイト号は，平成１９年８月１日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 ダルマ号は，平成１９年８月１日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１６０６７ ７月１日 晴 良 （１９福島２）第６日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２０分 （芝・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

５１０ トーセンデイジー 牝６栗 ５５ 中舘 英二島川 �哉氏 田村 康仁 静内 岡田スタツド ４３０＋１４１：０９．７ １８．２�

６１２� ファインビンテージ 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 田中 清隆 早来 ノーザンファーム ４８２＋ ８１：０９．８� ２．２�
３５ �� オリエンタルローズ 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎棚網るみ子氏 沢 峰次 門別 木村牧場 B４４８＋ ４ 〃 クビ ３４．５�
４７ � ブライティアミラ 牝４鹿 ５５ 田中 勝春小林 昌志氏 菅原 泰夫 平取 コアレススタッド B４４４－ ２１：０９．９クビ ２．５�
５９ � レ オ リ リ ー 牝５黒鹿５５ 丹内 祐次�レオ 岩戸 孝樹 浦河 江谷 重雄 ４３６± ０１：１０．１１� ２２．３	
２４ ベルモントソナタ 牝４鹿 ５５ 安藤 光彰 �ベルモントファーム 菊川 正達 新冠 ベルモント

ファーム ４３０＋ ２ 〃 ハナ １５．１

６１１� ポートエリザベス 牝４栃栗５５ 柴山 雄一渡邊 隆氏 尾形 充弘 門別 前川ファーム ４３４± ０１：１０．３１� ６５．６�
４８ �	 サ ワ ッ デ ィ 牝４鹿 ５５ 江田 照男居城 要氏 中川 公成 平取 川上 勇治 ４２４＋ ４１：１０．４クビ ６９．３�
８１６� スイートピルエット 牝４黒鹿５５ 北村 宏司シンボリ牧場 坂本 勝美 門別 和田農林（有） ４１４－ ２ 〃 クビ １０．３
１１ フラワーレインボー 牝５鹿 ５５ 吉田 隼人志賀加代子氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 B４３４＋ ６１：１０．５クビ ３７．８�
１２ 	 ウィニングガール 牝４栗 ５５ 岩部 純二時田 勝弘氏 中川 公成 様似 ホウセイ牧場 ５１８＋１０１：１０．９２� ２０７．２�
８１５�	 エプソムフクムスメ 牝４黒鹿 ５５

５４ ☆大野 拓弥 �ジャパン・
ホースマン・クラブ 石栗 龍彦 静内 田原橋本牧場 ４３６－１２ 〃 クビ １２８．０�

２３ �	 ミフジハナフブキ 牝６栗 ５５ 中谷 雄太松本 俊廣氏 西塚 安夫 新冠 竹中 進一 B４６０＋ ６ 〃 ハナ ５８．５�
７１４ エクスエトワール 牝５鹿 ５５

５２ ▲池崎 祐介前田 繁氏 池上 昌弘 浦河 三嶋牧場 ４５８＋ ６１：１１．０
 １９７．０�
７１３ スキャットナンバー 牝３鹿 ５２ 高山 太郎富岡 喜平氏 佐藤 全弘 静内 富岡 廣光 ４３６＋ ２１：１１．１� １８６．４�
３６ � ワンダフルライフ 牝４青鹿 ５５

５２ ▲千葉 直人�ターフ・スポート嶋田 功 浦河 谷川牧場 ４８２＋１４１：１１．６３ １５８．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，９７３，４００円 複勝： ２６，１７６，５００円 枠連： ３１，３４４，８００円

普通馬連： １１１，７９２，１００円 馬単： １１２，７７３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，３３７，３００円

３連複： １５０，４５１，９００円 ３連単： 発売なし 計： ４８４，８４９，６００円

払 戻 金

単 勝 � １，８２０円 複 勝 � ３１０円 � １６０円 � ７６０円 枠 連（５－６） １，１００円

普通馬連 �� １，８７０円 馬 単 �� ５，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� ３，２６０円 �� １，４８０円

３ 連 複 ��� １５，９７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４９７３４ 的中 � １０８３８（５番人気）
複勝票数 計 ２６１７６５ 的中 � ２０５０４（４番人気）� ６１２３９（２番人気）� ６９３０（８番人気）
枠連票数 計 ３１３４４８ 的中 （５－６） ２１０４２（４番人気）
普通馬連票数 計１１１７９２１ 的中 �� ４４２５９（８番人気）
馬単票数 計１１２７７３６ 的中 �� １５１７７（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７３３７３ 的中 �� １０１４７（８番人気）�� １９８３（３０番人気）�� ４５１２（１５番人気）
３連複票数 計１５０４５１９ 的中 ��� ６９５６（４２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．０―１１．４―１１．８―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３３．８―４５．２―５７．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３５．９
３ １４（１２，５）－（１，４，１０）（３，６，８，１１，７）－（１５，１６）１３，９，２ ４ ・（１４，１２，５）－（１，１０）４（３，８，１１，７）６（１５，１６）１３，９－２

勝馬の
紹 介

トーセンデイジー �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Gulch デビュー ２００３．９．２１ 中山３着

２００１．２．２４生 牝６栗 母 イ レ イ シ ャ 母母 Key Flyer ２４戦３勝 賞金 ３９，２４０，０００円
［他本会外：３戦０勝］

〔３走成績による出走制限〕 ミフジハナフブキ号・エクスエトワール号は，平成１９年８月１日まで平地競走に出走できない。



１６０６８ ７月１日 晴 良 （１９福島２）第６日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４５．３
１：４４．１

良

良

４８ � スズノオオゴン 牡４鹿 ５７ 内田 博幸小紫 芳夫氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４５４－ ４１：４８．４ ２．９�
（大井）

２３ ビュレットライナー 牡５黒鹿５７ 江田 照男 �サンデーレーシング 秋山 雅一 白老 白老ファーム ４６４－ ８１：４８．６１� １３．１�
３５ � レオシャープ �６鹿 ５７

５６ ☆大野 拓弥�レオ 杉浦 宏昭 浦河 大西 能彦 B５０２－ ２１：４８．７	 ２９．７�
５１０ ベルモントルパン 牡３鹿 ５４ 穂苅 寿彦 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム ４５８－ ４１：４８．９１ ８．２�
３６ � ホットカフェ 牡６鹿 ５７

５４ ▲小島 太一西川 恭子氏 小島 太 門別 野島牧場 ５０２＋ ４１：４９．１１� １８．７�
１２ 
 アルファオリオン 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝�貴悦 小島 茂之 平取 赤石牧場 ４７４－ ４１：４９．２� ２１．５	
８１６�� グラスウィーク 牡４栗 ５７ 柴山 雄一半沢� 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ４８６＋１０１：４９．４１� １１．８

７１３� ウインヴィーナス 牝４鹿 ５５ 北村 宏司�ウイン 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４９０＋１６１：４９．５	 ７２．６�
２４ � カゼノユクエ 牡５鹿 ５７ 村田 一誠喜田 啓照氏 岩城 博俊 門別 本間牧場 ４７８± ０１：４９．７１ １４７．１�
６１２� ビービーファルコン 牡３鹿 ５４ 田中 勝春�坂東牧場 古賀 慎明 平取 坂東牧場 ４４２± ０１：４９．８	 ２．３
１１ � グランデゴール 牡６鹿 ５７

５４ ▲的場 勇人釘田 秀人氏 清水 利章 門別 前川 義則 ４４４－ ２１：４９．９クビ ８０．０�
４７ ワンダーエイブル 牡７鹿 ５７ 横山 義行山本 信行氏 加賀 武見 浦河 高岸 節雄 ４７４－ ２１：５０．１１� ３５５．１�
５９ �
 ミスターショウ 牡４栃栗５７ 丹内 祐次田島榮二郎氏 中野 栄治 三石 田中 春美 ４３６－ ６１：５０．４２ ２０２．６�
８１５�
 カンファーマックス �５青鹿５７ 武士沢友治奥村 清晴氏 石栗 龍彦 早来 田口 廣 ４７６－１２１：５０．５クビ １８７．０�
６１１
 レオブライト �４鹿 ５７

５４ ▲千葉 直人田中 博之氏 田子 冬樹 三石 土田 扶美子 ４５２＋ ４１：５０．９２� ３００．４�
７１４�
 キャスティンボート 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義臼田 浩義氏 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム B４８０－ ２１：５１．７５ ７９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，４２２，６００円 複勝： ３１，９７１，８００円 枠連： ３２，５２４，９００円

普通馬連： １２３，２００，６００円 馬単： １１３，６５２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，５７５，７００円

３連複： １６２，４３５，４００円 ３連単： 発売なし 計： ５２９，７８３，７００円

払 戻 金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １３０円 � ２５０円 � ５００円 枠 連（２－４） ９６０円

普通馬連 �� ９００円 馬 単 �� １，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� ８９０円 �� １，８５０円

３ 連 複 ��� ４，８１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３４４２２６ 的中 � ９３９０２（２番人気）
複勝票数 計 ３１９７１８ 的中 � ９３１３６（１番人気）� ２９５４２（４番人気）� １２０８３（８番人気）
枠連票数 計 ３２５２４９ 的中 （２－４） ２５０３７（３番人気）
普通馬連票数 計１２３２００６ 的中 �� １０１１０７（３番人気）
馬単票数 計１１３６５２７ 的中 �� ５６８２１（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１５７５７ 的中 �� ２０２７０（３番人気）�� ８５７８（１０番人気）�� ３９２３（２３番人気）
３連複票数 計１６２４３５４ 的中 ��� ２４９３２（１６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１１．８―１２．５―１２．６―１２．０―１１．８―１１．７―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．８―３５．６―４８．１―１：００．７―１：１２．７―１：２４．５―１：３６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．７―３F３５．７
１
３
３－７－８（６，９）（２，５，１２）（１１，１０，１３）（４，１４）１６－（１，１５）
３（６，７，８）（５，９）（２，１１，１０，１２）１３（１６，１４，４）－（１，１５）

２
４
３－７－（６，８）９，５（２，１２）（１１，１０）１３－１４，４，１６（１，１５）
３（６，８）（２，７，５，９）（１１，１０，１２）（１６，１３）４，１，１５，１４

勝馬の
紹 介

�スズノオオゴン �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００６．１．８ 中山４着

２００３．３．１５生 牡４鹿 母 マリリンモモコ 母母 ピーチクリアー ８戦２勝 賞金 ２１，１４７，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１６０６９ ７月１日 晴 良 （１９福島２）第６日 第９競走 ��
��１，７００�

い な わ し ろ

猪 苗 代 特 別
発走１４時２５分 （ダート・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．８

良

不良

７１２ マコトスパルビエロ 牡３芦 ５４ 柴山 雄一眞壁 明氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 ５０６＋ ６１：４４．９ ５．７�

１１ � フサイチウィード 牡５鹿 ５７ 田中 剛関口 房朗氏 岩戸 孝樹 米 Mr. & Mrs. Char-
les McGinnes B５０２－ ６１：４５．０� ４．１�

４７ 	 パントマイミスト 牡６栗 ５７ 田中 勝春�ダイリン 大久保龍志 門別 大沢育成牧場 ４６４＋ ４１：４５．３２ １０．７�
６１０ ユースフルデイズ 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ５１２－ ６１：４５．７２
 ５．０�
７１３ ゴットザビート 牝５栗 ５５ 大野 拓弥 �社台レースホース栗田 博憲 白老 白老ファーム ４７４－ ６ 〃 アタマ ４６．８�
２３ 	 アポロイレヴン 牡６鹿 ５７ 内田 博幸 �サンデーレーシング 古賀 慎明 早来 ノーザンファーム ４５６－ ４１：４５．８クビ １９．８	

（大井）

３５ 	� トーセンベルボーイ 牡５芦 ５７ 北村 宏司島川 
哉氏 栗田 博憲 新冠 新冠橋本牧場 ４７６± ０ 〃 クビ ２０．２�
３４ グランドハリケーン 牡６鹿 ５７ 吉田 隼人�グランド牧場 武市 康男 静内 グランド牧場 B４６６＋ ２ 〃 アタマ ５０．７�
８１４	� タンティモール 牝３鹿 ５２ 中舘 英二吉田 和美氏 奥平 雅士 門別 石原牧場 ５２２＋２２ 〃 ハナ ２３．７
８１５	 ディヴァインシチー 牡３鹿 ５４ 吉田 豊 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 浦河 目名太山口

牧場 ４８４＋ ２１：４５．９
 ９．７�
４６ 	 ゴールデンシャイン 牡３鹿 ５４ 村田 一誠�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ４７４－ ８１：４６．０クビ ２７．８�
６１１	� サキノリュウオー 牡５鹿 ５７ 江田 照男�原 富夫氏 大和田 稔 三石 信田牧場 ４９０± ０１：４６．２１
 ６３．０�
２２ � セイウンマル 牡４黒鹿５７ 松田 大作西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 高昭牧場 ４６４± ０１：４６．３クビ ２３．２�
５８ エアデルソール 牡５栗 ５７ 柴田 善臣 �ラッキーフィールド梅田 智之 静内 藤原牧場 ４８２＋ ４ 〃 ハナ ７４．２�
５９ ブレイクオブドーン ５栗 ５７ 五十嵐雄祐 �キャロットファーム 藤原 辰雄 早来 ノーザンファーム ４８４－１０１：５２．０大差 ６．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３４，２０７，５００円 複勝： ４７，７９９，２００円 枠連： ５０，８１４，２００円

普通馬連： ２０５，２６６，０００円 馬単： １２７，５８８，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４７，６９２，２００円

３連複： １９９，７０３，８００円 ３連単： ４１６，７５７，０００円 計： １，１２９，８２８，８００円

払 戻 金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２４０円 � １７０円 � ２７０円 枠 連（１－７） １，５７０円

普通馬連 �� １，６４０円 馬 単 �� ３，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� １，１１０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ４，４５０円 ３ 連 単 ��� ２０，６６０円

票 数

単勝票数 計 ３４２０７５ 的中 � ４７７７６（３番人気）
複勝票数 計 ４７７９９２ 的中 � ５０１８３（３番人気）� ８８５７７（１番人気）� ４２５５４（５番人気）
枠連票数 計 ５０８１４２ 的中 （１－７） ２４０２１（８番人気）
普通馬連票数 計２０５２６６０ 的中 �� ９２７９０（３番人気）
馬単票数 計１２７５８８９ 的中 �� ３０３４４（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４７６９２２ 的中 �� １８７４７（３番人気）�� １０３０７（１０番人気）�� １７０３３（５番人気）
３連複票数 計１９９７０３８ 的中 ��� ３３１３５（５番人気）
３連単票数 計４１６７５７０ 的中 ��� １４８９２（２３番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．１―１１．５―１２．１―１２．２―１２．０―１２．７―１２．８―１３．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．９―２９．４―４１．５―５３．７―１：０５．７―１：１８．４―１：３１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３９．２
１
３
１５（１，１４）－（２，１２）（８，１０，１１，１３）（５，９）（３，７）４＝６
１５，１４，１－（１０，１２）（１１，１３）（８，５，２，７）－３－（９，４）＝６

２
４
１５，１４，１＝（１０，２）１２（８，１１，１３）（５，９）（３，７）４＝６
１５（１４，１）－１０（１１，１２）（１３，７）（８，５）－３（２，４）＝９－６

勝馬の
紹 介

マコトスパルビエロ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 リンドシェーバー デビュー ２００６．９．２ 札幌８着

２００４．３．２９生 牡３芦 母 マコトシュンレイ 母母 サファイヤジョオー ８戦３勝 賞金 ３５，４０１，０００円
〔発走状況〕 ブレイクオブドーン号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔調教再審査〕 ブレイクオブドーン号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブレイクオブドーン号は，平成１９年８月１日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１６０７０ ７月１日 晴 良 （１９福島２）第６日 第１０競走 ��
��１，２００�

し ら か わ

白 河 特 別
発走１５時００分 （芝・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

７９ ダンディーズケア 牡４鹿 ５７ 田中 勝春臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４５８± ０１：０８．９ １．６�

６６ ラインドライブ 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義草間 庸文氏 久保田貴士 静内 静内フジカ
ワ牧場 ４８０± ０１：０９．１１� １０．８�

８１１� トーセングラマー 牝３芦 ５２ 北村 宏司島川 �哉氏 宗像 義忠 様似 スイートフアーム ４９８＋ ２１：０９．３１� １７．２�
８１０ ノーザンスター 牝６鹿 ５５ 大庭 和弥�ターフ・スポート石栗 龍彦 三石 土田農場 ４６６－ ４ 〃 クビ １９．５�
５５

	
�

 ボスアミーゴ 牡３芦 ５４ 菅原 勲千葉 浩氏 鈴木 七郎 門別 白瀬 明 ４６２－ ７１：０９．４クビ １１．５�

（岩手） （岩手）

６７ シルクゾディアック 牡４青鹿５７ 中舘 英二有限会社シルク加用 正 新冠 須崎牧場 ４８４－ ２ 〃 クビ ４．５	
７８ 	� ケイアイボイジャー 牡８栗 ５７ 吉田 豊亀田 守弘氏 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ４５２－２４１：１０．０３� ５０．５

４４ アーマメント 牡５栗 ５７ 内田 博幸ロイヤルファーム� 国枝 栄 鵡川 ロイヤルファーム ５２２＋ ２１：１０．２１� ２２．０�

（大井）

１１ ピ ア ニ ス ト 牝６鹿 ５５ 大野 拓弥小田切有一氏 矢野 進 新冠 大栄牧場 ４３８＋ ４１：１０．４１� ９８．５�
３３ アンテリオール 牡６鹿 ５７ 小林 淳一柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 B４７２－ ４１：１０．８２� ６３．０
２２

	
�
� ナンゴクライデン 牡７黒鹿５７ 柴山 雄一渡 義光氏 鮫島 一歩 様似 林 時春 ４４８－１６ 〃 クビ ４５．９�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ４０，４３７，４００円 複勝： ４１，５７９，９００円 枠連： ４３，５９７，６００円

普通馬連： １９６，３６５，１００円 馬単： １７５，０２９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４７，３２２，９００円

３連複： １５６，７５８，６００円 ３連単： ５２６，７２４，５００円 計： １，２２７，８１５，４００円

払 戻 金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ２１０円 � ３００円 枠 連（６－７） ２３０円

普通馬連 �� ７１０円 馬 単 �� ８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ４００円 �� １，５４０円

３ 連 複 ��� ２，４６０円 ３ 連 単 ��� ５，５９０円

票 数

単勝票数 計 ４０４３７４ 的中 � ２０４９９７（１番人気）
複勝票数 計 ４１５７９９ 的中 � １６５２８７（１番人気）� ４１１０５（３番人気）� ２３６７７（６番人気）
枠連票数 計 ４３５９７６ 的中 （６－７） １４４９８９（１番人気）
普通馬連票数 計１９６３６５１ 的中 �� ２０５６０２（３番人気）
馬単票数 計１７５０２９４ 的中 �� １４８６１０（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４７３２２９ 的中 �� ３８５２６（３番人気）�� ３０１４９（５番人気）�� ６６９８（１７番人気）
３連複票数 計１５６７５８６ 的中 ��� ４７１１８（８番人気）
３連単票数 計５２６７２４５ 的中 ��� ６９５９８（１１番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１１．０―１１．４―１１．６―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．１―３４．１―４５．５―５７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．８―３F３４．８
３ ７，６（１，９）（４，５，１１）（３，８，１０）２ ４ ７，６（１，９）（４，５，１１）（３，８，１０）２

勝馬の
紹 介

ダンディーズケア �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 Link デビュー ２００５．８．２０ 新潟１着

２００３．３．１３生 牡４鹿 母 パルフェアムール 母母 Cattinara ７戦４勝 賞金 ４６，３０５，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１６０７１ ７月１日 晴 良 （１９福島２）第６日 第１１競走 ��
��１，８００�第５６回ラジオNIKKEI賞（ＪｐｎⅢ）

発走１５時３５分 （芝・右）
３歳，１８．７．１以降１９．６．２４まで１回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担重量
は，ハンデキャップ

ラジオNIKKEI賞（１着）
賞 品

本 賞 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ５８１，０００円 １６６，０００円 ８３，０００円
生産者賞 � コースレコード

中央レコード

１：４５．３
１：４４．１

良

良

７１３� ロックドゥカンブ 牡３青鹿５２ 柴山 雄一吉田 和美氏 堀 宣行 新 Karreman
Bloodstock Ltd ４９２± ０１：４７．７ ５．０�

４７ スクリーンヒーロー 牡３栗 ５４ 石橋 脩吉田 照哉氏 矢野 進 千歳 社台ファーム ４６６＋ ８１：４７．９１� ６２．６�
３６ イクスキューズ 牝３鹿 ５６ 北村 宏司岡田 繁幸氏 藤沢 和雄 新冠 ビッグレッドファーム ４４８－ ４１：４８．０� ７．２�
８１６� バブルウイズアラン 牡３鹿 ５２ 松田 大作小林 一成氏 南井 克巳 静内 フジワラフアーム ４８０± ０ 〃 ハナ ３６．２�
１２ トーセンアーチャー 牡３鹿 ５３ 吉田 豊島川 �哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム B４７６－ ２１：４８．１	 ７４．３�
２４ クランエンブレム 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４９６－ ２１：４８．２クビ ４．６	
２３ ハイソサエティー 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ５１０－ ６ 〃 ハナ ６．６

８１５� エーシンダードマン 牡３青鹿５３ 柴田 善臣平井 宏承氏 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ４９０－ ２ 〃 クビ １２．２�
３５ �
 エミーズスマイル 牝３栗 ５４ 内田 博幸吉田 照哉氏 出川 龍一 千歳 社台ファーム ４２６－ ２１：４８．３クビ １７．７�

（船橋） （大井）

６１１� ムラマサノヨートー 牡３栗 ５４ 小林 淳一新井 孝治氏 内藤 一雄 浦河 岡本 昌市 ４６２＋ ２ 〃 ハナ ３３．８
７１４� ショウワモダン 牡３鹿 ５４ 大野 拓弥山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４９２－ ８ 〃 クビ ３８．７�
５９ � ガルヴァニック 牡３鹿 ５３ 中舘 英二 �ノースヒルズマネ

ジメント 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８０－ ２１：４８．４クビ ７．６�
４８ � マイネルランページ 牡３芦 ５３ 武士沢友治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 門別 小屋畑 和久 ４６４－ ４１：４８．５	 １３８．８�
５１０� ゴールドアグリ 牡３鹿 ５７ 勝浦 正樹スター・ホースメンズクラブ 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７２－ ６ 〃 アタマ ３１．７�
６１２�� フェザーケープ 牡３鹿 ５４ 田中 勝春金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 新冠 辻 和明 ４８２－ ４１：４８．６	 ８．６�
１１ �� レットイットライド 牡３鹿 ５３ 村田 一誠本田 康博氏 武藤 善則 浦河 本巣 敦 ４８０＋ ６１：４８．８	 ６２．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２４，２４４，８００円 複勝： １６０，３５８，５００円 枠連： １９４，９５２，７００円

普通馬連： ９０７，８９４，８００円 馬単： ５４２，８１０，２００円 ワイド【拡大馬連】： １７３，７６５，９００円

３連複： ８７８，１３８，０００円 ３連単： １，９３４，７４６，０００円 計： ４，９１６，９１０，９００円

払 戻 金

単 勝 � ５００円 複 勝 � ２２０円 � １，０８０円 � ２５０円 枠 連（４－７） ６，６９０円

普通馬連 �� １８，９９０円 馬 単 �� ２５，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，８９０円 �� １，０３０円 �� ５，９１０円

３ 連 複 ��� ５２，８７０円 ３ 連 単 ��� ２９６，８５０円

票 数

単勝票数 計１２４２４４８ 的中 � １９７５６１（２番人気）
複勝票数 計１６０３５８５ 的中 � ２２４５４７（２番人気）� ３１１６７（１３番人気）� １８３１４２（４番人気）
枠連票数 計１９４９５２７ 的中 （４－７） ２１５２１（２１番人気）
普通馬連票数 計９０７８９４８ 的中 �� ３５２９７（５７番人気）
馬単票数 計５４２８１０２ 的中 �� １５４８３（７７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１７３７６５９ 的中 �� ８５８２（５７番人気）�� ４３３１０（１０番人気）�� ７０８７（６７番人気）
３連複票数 計８７８１３８０ 的中 ��� １２２５８（１６０番人気）
３連単票数 計１９３４７４６０ 的中 ��� ４８１０（８１９番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１１．３―１２．２―１２．４―１２．３―１１．６―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．１―３５．４―４７．６―１：００．０―１：１２．３―１：２３．９―１：３５．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．７―３F３５．４
１
３

・（１，８）１３（４，１４）（５，７，１６）（６，１０，１２）（３，１１）（９，１５）－２・（１，８，１３，１４，１６，１２）（６，３）（７，４，５，１１，１０）１５，９－２
２
４

・（１，８）－１３，１４，４（５，１６）１２，７（６，３，１０）（１１，１５）９－２・（８，１３，１４）（１，６，４，１６）（７，５，１２，３）（９，１１，１０，１５）－２

勝馬の
紹 介

�ロックドゥカンブ �
�
父 Red Ransom �

�
母父 Fairy King デビュー ２００７．３．１７ 阪神１着

２００４．９．２９生 牡３青鹿 母 Fairy Lights 母母 Gay Fantastic ３戦３勝 賞金 ５７，９２４，０００円
〔制裁〕 スクリーンヒーロー号の騎手石橋脩は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 サンワードブル号・ブラックオリーブ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１６０７２ ７月１日 晴 良 （１９福島２）第６日 第１２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時１０分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

４８ � クリノビスケット 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣栗本 博晴氏 内藤 一雄 門別 三輪牧場 ４３０－ ４１：０９．２ ２．６�

２４ ウ ス イ 牝４鹿 ５５ 内田 博幸中村 政勝氏 鈴木 伸尋 静内 畠山牧場 ４５８－１０１：０９．４１� ５．８�
（大井）

４７ � タ マ ヒ カ ル 牝５鹿 ５５ 大庭 和弥海谷 幸司氏 高橋 義博 新冠 村上牧場 ４９０＋１６１：０９．５� ２７．０�
８１６� マッキーバクシン 牡４鹿 ５７ 菅原 勲薪浦 亨氏 野元 昭 早来 吉田 三郎 B４４２－ ２ 〃 ハナ ４．２�

（岩手）

８１５� ナチュラルウィン 牡４青鹿５７ 北村 宏司吉田 勝己氏 坂本 勝美 早来 ノーザンファーム ４８４－ ２１：０９．７１� １２．０�
６１１	 フレンチバレル 牡３鹿 ５４ 蛯名 正義キャピタルクラブ 白井 寿昭 門別 本間牧場 ５００－１０１：０９．９１� １７．８�
１２ � ユーセイシアトル 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人小川 敏夫氏 二ノ宮敬宇 静内 石川 栄一 ４４２＋ ２１：１０．０� ９０．７�
５９ �� ダノンマッハ 牡３黒鹿５４ 松田 大作	ダノックス 戸田 博文 千歳 社台ファーム B５０６＋ ２ 〃 クビ １０．３

１１ グレートモア 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一堀越 毅一氏 小林 常泰 静内 飛野牧場 ４８２－ ８ 〃 ハナ ４９．９�
３６ プロテクトアゲン 牡５栗 ５７ 田辺 裕信浅川 皓司氏 石毛 善彦 三石 山際牧場 ５１２＋ ４１：１０．１
 ３０．９�
３５ 	 マ ル チ ナ 牝３黒鹿５２ 武士沢友治重松 國建氏 西塚 安夫 浦河 福岡 広行 ４７６＋ ４１：１０．６３ １０３．０
７１４ ウインディーアロー 牝４芦 ５５ 吉永 護�ヒダカファーム中野 栄治 浦河 ヒダカフアーム ４５２± ０１：１１．０２
 ７４．３�
２３ ベルベットイーグル 牝３鹿 ５２ 村田 一誠会田 満雄氏 領家 政蔵 静内（有）石川牧場 ４６４＋ ４１：１１．７４ １０．９�
６１２�	 カワキタイグアス 牡４栗

５７
５４ ▲小島 太一川島 吉男氏 大和田 稔 鵡川 東振牧場 ４５８－ ５１：１１．９１� １７７．９�

７１３	 シュガータイム 牝３栗 ５２
４９ ▲草野 太郎増田 陽一氏 畠山 重則 様似 水上 祐範 ４２６－ ６１：１２．２２ ２３２．２�

５１０	 エメラルドグリーン 牡５鹿 ５７ 安藤 光彰黒岩 晴男氏 上原 博之 門別 白井牧場 ４５０＋１２１：１２．３
 １９８．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，７７４，０００円 複勝： ４４，１０１，１００円 枠連： ５８，５５２，０００円

普通馬連： ２０３，７０３，３００円 馬単： １４４，４０３，９００円 ワイド【拡大馬連】： ５１，６８８，８００円

３連複： １８４，６１０，０００円 ３連単： ４７６，０６９，６００円 計： １，２０２，９０２，７００円

払 戻 金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １５０円 � ２１０円 � ５４０円 枠 連（２－４） ５５０円

普通馬連 �� ７８０円 馬 単 �� １，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� １，２５０円 �� ２，１４０円

３ 連 複 ��� ６，９８０円 ３ 連 単 ��� ２３，３１０円

票 数

単勝票数 計 ３９７７４０ 的中 � １２０９６４（１番人気）
複勝票数 計 ４４１０１１ 的中 � １０５８４９（１番人気）� ５４８３９（３番人気）� １５７２０（８番人気）
枠連票数 計 ５８５５２０ 的中 （２－４） ７９７０７（２番人気）
普通馬連票数 計２０３７０３３ 的中 �� １９４１７２（２番人気）
馬単票数 計１４４４０３９ 的中 �� ８０８６９（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５１６８８８ 的中 �� ３９０２６（２番人気）�� ９７０５（１５番人気）�� ５５２８（２４番人気）
３連複票数 計１８４６１００ 的中 ��� １９５２１（２２番人気）
３連単票数 計４７６０６９６ 的中 ��� １５０７３（６５番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．５―１１．１―１１．８―１１．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．８―３３．９―４５．７―５７．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．４―３F３５．３
３ ・（５，８）１６（７，１５）１１，１４，１０（３，４，９）（１，２）６（１２，１３） ４ ・（５，８）（７，１６，１５）（１１，９）（１，１４，４）（３，１０）２，６，１２，１３

勝馬の
紹 介

�クリノビスケット �
�
父 パラダイスクリーク �

�
母父 メジロライアン デビュー ２００５．１１．２６ 東京３着

２００３．４．１０生 牝４鹿 母 オプトライアン 母母 テンザンミズホ １４戦３勝 賞金 ２４，４００，０００円
〔その他〕 エメラルドグリーン号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ８頭 エプソムチャーム号・オンシジューム号・クレバーデューク号・シアトルナカヤマ号・セイヴィングス号・

メモリーセレソン号・リングジアラーム号・レオベルリン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（１９福島２）第６日 ７月１日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７３頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２３５，７３０，０００円
１０，６００，０００円
５２０，０００円
１，８００，０００円
２５，９８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６１，０５６，０００円
４，７７０，０００円
１，７４７，３００円

勝馬投票券売得金
４４０，１８６，８００円
４９２，４９０，７００円
５５８，７０９，３００円
２，２６０，９２８，３００円
１，７７１，９６８，９００円
５１９，８８２，４００円
２，４２７，５６８，８００円
３，３５４，２９７，１００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １１，８２６，０３２，３００円

総入場人員 １６，４３６名 （有料入場人員 １４，２８８名）




